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『平成 23 年度優良施工業者』の選定について 

 

１ 背景と目的 

 

  日本下水道事業団（ＪＳ）においては、平成 10 年度に創設した「『優良施工業者』の選

定」を平成 24 年度においても継続実施します。 

  これは、入札参加条件等に関して弾力的に運用する優遇措置を受けられる『優良施工業

者』を選定することで、施工業者が、工事の品質向上に対する意識を高めることを主眼と

しています。 

 

２ 『平成 23 年度優良施工業者』の選定と優遇措置の内容 

 

（１） 『平成 23 年度優良施工業者』の選定 

 以下に示す要件により、別紙のとおり、一般土木・建築工事の施工業者から 55

社、機械・電気設備工事の施工業者から 19 社を選定しました。 

①  平成 23 年度に完成したＪＳ発注工事の施工業者のうち、工事成績が優秀で『平

成 23 年度優良施工業者』として相応しい者。 

②  平成 23 年度にＪＳから優良工事の施工業者として表彰を受けた者のうち、『平

成 23 年度優良施工業者』として相応しい者。 

  なお、『平成 23 年度優良施工業者』として選定後、平成 26 年 3 月 31 日までの

期間に、『平成 23 年度優良施工業者』として相応しくないと判断した場合は、選定

の取り消しを行うことがあります。 

 

（２） 優遇措置の内容 

①  一般土木・建築工事では、施工難易度の高い工事の場合、特定ＪＶによる参入を

条件にしているところですが、『平成 23 年度優良施工業者』については、一定範囲

内でＪＶ工事への単独参入及び上位等級工事へ参入する機会を設けます。 

②  機械・電気設備工事では、入札公告時に求める施工実績の規模条件を『平成 23

年度優良施工業者』に対して緩和するとともに、下位等級の『平成 23 年度優良施

工業者』 にあっては、一定範囲内の上位等級工事へ参入する機会を設けます。 

 



３ 優遇措置の適用期間・方法等 

 

①  優遇措置の適用期間は、平成 24 年 10 月 1 日以降に入札公告を開始した工事から

平成 26 年 3 月 31 日までに入札公告を開始した工事を対象とします。 

②  対象工事及び対象業者については、入札公告において明示します。 

③  優遇措置の適用により受注できる工事は、『平成 23 年度優良施工業者』１者につ

き、 １件のみとします。 

 
 
【問い合わせ先】 
日本下水道事業団 

 東京都新宿区四谷三丁目 3 番 1 号 富士・国保連ビル 
 
○事業統括部  事業課長 長尾英明    

TEL 03-6361-7830 
 

経営企画部  法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ課長 花輪健二 
 TEL 03-6361-7820 

  

 



別紙

No 業者名 住所

1 山形建設（株） 山形県山形市清住町1-2-18
2 （株）板橋組 栃木県小山市城山町1-3-26
3 大昭建設（株） 茨城県龍ヶ崎市1686
4 （株）秋山工務店 茨城県日立市大沼町1-7-1
5 仙波建設（株） 茨城県笠間市笠間136
6 （株）赤塚土木興業 茨城県つくばみらい市長渡呂252
7 進和建設（株） 千葉県市原市白金町4-57
8 大成ロテック（株） 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー

9 （株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2
10 （株）間組 東京都港区虎ノ門2-2-5
11 （株）エス・ケイ・ディ 神奈川県平塚市四之宮1-8-56
12 （株）本間組 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町3300-3
13 丸運建設（株） 新潟県新潟市中央区幸西1-4-21
14 小柳建設（株） 新潟県三条市東三条1-21-5
15 水新建設（株） 富山県富山市笹津１区139-1
16 桜井建設（株） 富山県黒部市新町1
17 共和土木（株） 富山県黒部市荒俣1600
18 真柄建設（株） 石川県金沢市彦三町1-13-43
19 吉川建設（株） 長野県飯田市松尾町2-25
20 木下建設（株） 長野県飯田市松尾町1-22
21 北野建設（株） 長野県長野市県町524
22 （株）宮下組 長野県上田市踏入2-1-17
23 大廣建設（株） 長野県上田市蒼久保362-2
24 松本土建（株） 長野県松本市島立635-1
25 金子工業（株） 岐阜県下呂市萩原町萩原1500
26 日産工業（株） 岐阜県下呂市萩原町跡津439-1
27 中村建設（株） 静岡県浜松市中区中沢町71-23
28 （株）中村組 静岡県浜松市中区住吉5-22-1
29 イハラ建成工業（株） 静岡県静岡市清水区長崎69-1
30 （株）日東土木 愛知県東海市中央町5-24
31 小原建設（株） 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中37
32 （株）河村産業所 愛知県あま市下萱津替地1104
33 アイトム建設（株） 三重県四日市市南浜田町4-1
34 水谷建設（株） 三重県桑名市大字蛎塚新田328
35 利晃建設（株） 大阪府堺市北区南花田町32-1
36 （株）国府 大阪府堺市東区日置荘原寺町407-1
37 （株）沖崎組 大阪府堺市中区深阪2420
38 国誉建設（株） 大阪府堺市中区深井沢町3252
39 （株）松田組 兵庫県西宮市高松町20-21
40 村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町平尾11-1
41 （株）淺川組 和歌山県和歌山市小松原通3-69
42 （株）梶工務店 和歌山県日高郡由良町網代248-2
43 （株）豊洋 島根県松江市西川津町2108-3
44 今井産業（株） 島根県江津市桜江町川戸472-1
45 永井建設（株） 島根県江津市江津町1345-1
46 （株）酒井工務店 岡山県真庭市落合垂水740
47 石山建設（株） 山口県山口市大内矢田451
48 （株）栗山建設 佐賀県鳥栖市立石町2066-2
49 今泉建設（株） 佐賀県鳥栖市轟木町956-1
50 黒瀬建設（株） 長崎県長崎市橋口町20-6
51 （株）辻組 熊本県合志市須屋1841-1
52 （株）橋口組 熊本県熊本市良町4-10-98
53 （株）緒方建設 熊本県菊池市野間口1097
54 （株）八方建設 熊本県菊池市赤星2114-1
55 菅政建設（株） 大分県佐伯市長島町1-8-20

（都道府県順）

一般土木・建築工事



No 業者名 住所

1 天内工業（株） 北海道北見市東相内町10-7
2 月島機械（株） 東京都中央区佃2-17-15
3 ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1
4 アムズ（株） 石川県金沢市西泉3-92
5 新富産業（株） 福井県福井市成和1-202
6 藤吉工業（株） 愛知県名古屋市中村区太閤4-2-8
7 （株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-16-40
8 （株）酉島製作所 大阪府高槻市宮田町1-1-8
9 （株）神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-78

10 備商（株） 岡山県岡山市南区福成2-19-6
11 （株）九電工 福岡県福岡市南区那の川1-23-35
12 （株）ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町15-1

1 （株）東日本計装 北海道札幌市東区北43条東1-4-23
2 （株）ユアテック 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-1
3 栃木県電気工事（株） 栃木県宇都宮市中戸祭町821-14
4 明協電機（株） 東京都港区芝大門2-5-8
5 （株）東芝 東京都港区芝浦１－１－１
6 日新電機（株） 京都府京都市右京区梅津高畝町47
7 沖電水工事（株） 沖縄県那覇市前島2-1-10

（都道府県順）

機械設備工事

電気設備工事


